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世界史から見た火薬と銃砲の歴史

日本銃砲史学会　事務局長　栗原　洋一

１．はじめに

　2022年２月、化学に関する新しい文庫本『ケミ
ストリー世界史』（資料１）が出版され、その中
に火薬の歴史に関する記述があったので、2021年
に出版された『世界史は化学でできている』（資
料２）と併わせて火薬と銃砲に関する歴史を、項
目別に時系列でまとめてみた。

２．火の利用

　140万年前頃、人類が最初に知った化学現象は
「火」であった。最初は恐れていたが、やがて火に
近づき、それから人類が進化したのは「火の利用」
であった。「火の利用」は寒い場所の生活や、肉食
動物から身を守り、加熱による調理によって、食
物を安全に摂取することが出来た。肉を焼いて食
べると栄養学上メリットがあったと言われている。

３．ギリシヤの火（海の火）

　673年頃、石油を主体とした燃える燃料をタン
クに入れ、手押しポンプで獣皮のホースから発射
し、火花を発して点火するノズルを有した兵器は

「ギリシヤの火」（図１）と呼ばれた。ビザンチン

帝国は「ギリシヤの火」でコンスタンティノープ
ルを守ったが、1453年、メフメト２世により陥落
し、オスマン帝国のイスタンブルと呼ばれるよう
になった。
　敵に向かって炎を放つ弾のような武器は「海の
火」と呼ばれ、７世紀後半ビザンチン帝国がアラ
ブ海軍に使用したのが始まりと言われているが、
初めてこの武器に遭遇し、海のギリシヤ火薬とし
て知られるようになった。
　「ギリシヤの火」の成分は生石灰とナフサとい
う説や、硫黄や硝石、松ヤニ、アスファルトやピッ
チなどからなるという説などがある。生石灰とナ
フサから成る説では、海⾯上で燃え続けることが
できる利点があるため、海軍の武器として開発さ
れた。ノズルを備えたビザンチン帝国の船は、激
しい炎を放射して敵艦に火をつけることができ、
⽔で消火しようとしても、とても間に合わず、⽊
造の船ならひとたまりもない。ビザンチン帝国は、
ギリシヤ火薬の実際の成分を⾨外不出にしていた
ため、秘密兵器のひとつになっていた。アラブの
艦隊に多⼤な損害を与えて、イスラム教徒からコ
ンスタンティノープルを防衛するのにも、⼤きい役
割を果たした。図２は手指サイフォンを用いてギ
リシヤ火薬を噴出させている攻城戦の様子である。

図１：「ギリシヤの火」（資料28） 図２：「ギリシヤの火」攻城戦（資料28）
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　最終的に、吸い上げ管による配備のしくみがア
ラブやブルガリアなど敵⽅の知るところとなった
が、火薬の正確な配合はビザンチン帝国以外に漏
れることはなかった。ビザンチン帝国はこの武器
の秘密を文字通り死守したため、実際の成分配合
は歴史の闇に埋もれてしまった。

４．花火と火薬の歴史

４．１　花火の歴史
　花火の火薬は800年代初め、中国で発明され、
850年頃の道教の経典には「硫黄、鶏冠石、硝石、
はちみつを混ぜたところ、やけどにとどまらず家
を焼いた者がいる…」と書かれている。この火薬
は⽊炭を含んでおり、黒色火薬と呼ばれ、1000年
近く世界中の戦争に使われ、歴史を⼤きく変えた。
　三国時代には『三国志俗演義』で、諸葛孔明が
硫黄、焰硝、火を引くものを用いて魏の曹操の軍
を破っている。明の弘治年間（1569）羅頎（ラキ）
の創作であり正史の三国史をよく取り入れている
が、正史には火薬の事は書いてない。「隋の煬帝 
火薬を以て雑戯をなす」と羅こうの『物原』に書
かれている。「東都に於いて百戦が開陳され幻人が
口から火を吐き千変万化」の煬帝の正月の詩の中
に「燈樹 千光 花焔 七枝開」という句がある。中
唐の則天武后宰相の蘇味道の詩中に「火樹、銀花」
の字がある。清の⽅以智の物理小の唐代花火の打
揚に「火樹および銀花」のことが書かれている。
　後漢の時代には煉丹術師の間には煉丹に使う硝
石、硫黄、⽊炭の間には配合如何では作業中爆発
という異常な現象が起きて火焔や火花や音を発す
ることがあるのが判っていた。それから、隋まで
の30年の間には竹を使った爆竹の代りに、紙に火
薬様の薬を巻いた爆仕様のものや、⽊に花をつけ、
花が開いた様に、火薬を包んだ紙が燃され、それ
に必要な導火が考案され、子供たちの玩具になっ
た。これが帝の耳に入り廷臣の前でこれらが披露
され、それが「隋の煬帝 火薬を以て雑戯をなす」
と書かれたのではないかと思う。（資料11）
　明代の小説『金瓶梅』は、1112年から1126年の
宋の時代の物語で、その挿絵に記載されている元
宵節の出し物の燈籠の図（図３）で、花火を見物
している様子が描かれている。（資料12）

４．２　火薬兵器の歴史
　中国では、軍事利用される以前、硝石、硫黄、
⽊炭の混合物は、錬丹家や医師から注目されてお
り、９世紀末頃、煉丹家が軍事技術者に火薬の技
術を伝えた。904年、鄭璠が豫章（南昌市）を攻
めたとき、投石機で「飛火」（火薬球）を打ちこ
んだのが最初で、焼夷剤として軍事利用された。
尚、中国古代の火薬組成については、詳しい資料
を周 興 喜 氏がEXPLOSION誌に報 告している。

（資料24）
　1100年頃には火焔放射器や焼夷弾、火薬による
毒ガス弾などの兵器類が実戦投入された。1232年、
開封包囲で、「火槍」と呼ばれるロケット花火の
ような兵器（図４）が使用され、⼤きな発射音で
馬を驚かし、成果を上げた。点火すると推進力で
飛んで行く原始的なロケットが登場した。
　火薬、およびその燃焼ガス圧により物体を投射
する火器ならびにロケットの概念も中国圏で発明
されたものだが、その後の科学技術発展は停滞し、
逆に西洋側からの知見や現物の輸入に頼るように
なった。

図３：「金瓶梅」に見る花火見物（資料12）

図４：中国の火槍（資料９）
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　中国における西洋式⼤砲の輸入は15世紀初め、
明の成祖の交趾征伐時であり、ポルトガルから輸
入した「紅夷砲」が後金に対して使用された。
　1310年（14世紀）に火器製造家の焦玉が記した

『火龍経』は中国の重要な戦術論のひとつで、火
薬を使った兵器として記載されたものには、火箭

（焼夷矢）・火鎗・火器・地雷・⽔雷・射石砲・⼤
砲、および火薬のほか毒ガスや煙幕などの処⽅も
収めてある。

４．３　火砲類
４．３．１　火毬（火砲）
　『天工開物』（資料７）にある黒色火薬を使っ
たと思われる火砲「将軍砲」を図５に示した。「神
威将軍砲」（図６）は康熙年間に宣教師フェルビー
スト（南懐仁）が造った軽量火砲で、「威遠将軍砲」

（図７）は、康熙29年（1690）製の散弾を発射す
る砲で、曲射が可能であり、攻城戦や山岳戦に威
力を発揮した⼤砲である。

４．３．２　「霹靂火毬」
　北宋末期に出てきた「霹靂火毬」（図８） は、
投石機で投射する爆発性火器で、『武経総要』で
は「その製法は直径1.5寸の乾いた竹筒を用いて、
火薬と陶片を竹筒の周囲に詰めて、これを包んで
毬とする。表⾯に火薬を塗り、焼いた錐で点火す
ると霹靂のように轟いた」と書かれている。

４．３．３　その他火毬（火砲）
　その他火毬として「毒薬煙毬」、「蒺藜火毬」、「引
火毬」、「鉄嘴火毬」、「竹火毬」などにも火薬が使
用されているようである。「毒薬煙毬」は燃焼と
有毒な煙を発生する火毬で、「蒺藜火毬」（図９）
は蒺藜（はまびし）の実に似た鉄藜を火薬で包ん
で丸く固めた火毬で、爆発すると鉄藜が匹散し敵
の侵攻を阻むために使われた。

図５：将軍砲（資料７）

図８：霹靂火毬（資料８）

図６：神威将軍砲（資料29）

図７：威遠将軍砲（資料29）
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４．４　火槍、火箭
４．４．１　火槍
　「火槍」（図10）は、「梨火槍」、「飛火鎗」とも
言われ、長い竹竿の節の中に火砲薬を入れ紙で栓
をして、これに導火線をつけたもので、火砲薬と
は黒色火薬と言われている。 このようにして、
1200年頃まで用いられてきた爆竹の燃焼剤が、黒
色火薬になったと考えられる。宋の開慶元年には

「突火槍」（図11）が発明され、点火すると火焔を
放射し、そのあと弾丸を発射した。
　1132年に、陳規が竹筒に低硝石火薬をつめた火
炎放射器とし、さらに1232年、金人が使って蒙古
軍を恐れさせた「飛火槍」（図11）は、槍と火炎
放射器を兼ねた武器で、精度の低さを克服するた
めカチューシャ式ロケット砲のように多段式に改
良された「火車」も存在した。

４．４．２　火薬鞭箭
　火薬鞭箭（図12）は、投げ矢に焼夷剤として火
薬を付けた火器で、竹竿で投げたか槍投げ器を
使ったかは不明である。

４．４．３　火箭
　『武経総要』の「火箭」は矢に焼夷剤として火
薬をつけたもので、北宋初期から南宋中期まで用
いられた。『火龍経』 の「火箭」 はロケットで、
羽を付けた矢板に火薬の入った筒を取り付け、矢
は火薬の推進力で飛んだ。（図13）

図９：蒺藜火毬（資料８）

図10：火槍（梨花鎗）（資料８）

図12：火薬鞭箭（資料８）

図11：火槍、飛火槍、突火槍（資料８）
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４．５　その他火器
　「火毬」、「火槍」、「火箭」などの火器以外の火
器について、その歴史を以下にまとめた。

４．５．１　焼夷剤（猛火油）
　初期の火薬は爆発の威力はなく火炎などをまき
散らすものであった。図14にある「猛火油櫃」は、
北宋初期に開発された火炎放射器で、原油を蒸留
したガソリンが燃料であるといわれる。ニーダム
のよると「火薬が１種の導火線として使われた」
と述べている。

４．５．２　万人敵
　「万人敵」（図15）とは、⼤きな球型の火毬で
あり、⽊の枠に覆われている。火毬は泥で作った
容器であり、中には焼夷剤が入っている。火薬に
は毒薬を混ぜる事もあった。容器は、火薬の爆発
によって炸裂し易いように頑丈なものではない。
泥を固めてよく乾燥させただけのものである。

　「万人敵」は、主に守城戦に用いられ、導火線
に着火し、後は城壁の上から敵兵密度が高い所を
狙って落とし、落下の衝撃で⽊の枠は破損し、球
状の容器は周辺を転がりながら、兵を焼き尽くし
た。火薬に毒が仕込んである場合は、更に毒煙を
まき散らす。「万人敵」には飛散性があり、全⽅
向に対し、攻撃可能であった。

４．５．３　混江龍
　「混江龍」（図16）は、皮袋を漆で固め、爆薬
をそれで包んで⽔底に沈める。岸の上から綱を引
金にとりつけてある。皮袋の中には火打石と火打
金を吊し、綱と引金が動くと、内部が自然に爆発
する。敵船が通りかかって、これにぶつかるとこ
われた。

図16：混江龍（資料７）

図13：火箭（資料８）

図14：猛火油櫃（資料９）

図15：万人敵（資料７）



―　　―48

火薬と保安

４．６　火銃（手銃），銅銃
　「銅製火銃」（図17－１）は、銅で鋳造された
と推定され、火⾨へ火種を押し付ける最古の金属
製火器とみられる。又、有馬の『火砲の起源とそ
の伝流』には「洪武型銅銃」（図17－２）がある。
青銅製で口径20mm全長430mmの銃身が細長く丸
みを帯びたふくらみを持ち、薬室は紡錘形をして
いる。明代に銃器は発展し改良されたため、徐々
に「鳥銃」と「⼤砲」に置き換えられていった。（資
料21）
　日本へも中国から「手銃」が入ってきており、
沖縄には「手銃」の１種である「火矢」が伝来し
ていた。1466年、足利将軍を訪れた琉球の人が退
出の際「鉄放」を撃って、京の人を驚かせたとの
記録がある。（資料28）

４．７　三眼銃
　所の『図解古銃事典』に記載された「三眼銃」（図
17－３）は、三本の銃身が鏨で固定されて、袋柄

の尾筒が銃身で火⾨は１つであり、３本同時に発
火する。『神器譜』によれば発射後、悶棍（もん
こん）の代わりにこれを振って捕縛するのに用い
たようである。（図17－４）

４．８　鳥銃、鳥嘴銃
　鳥銃、鳥嘴（ちょうこう）銃は小銃のことで、
猟銃（こづつ）とも言い、鳥を撃つことを目的と
したため、あるいはその形が鳥の嘴（くちばし）
に似ているところから名づけられたという。「鳥
銃」（火縄銃）を図18－１、２に、使用している
図を図18－３に示し、「鳥嘴銃」を図19に示した。
　『紀効新書』（1560）には鳥銃用の火薬が記載
されており、硝石：硫黄：⽊炭の割合は、75.7：
10.6：13.6と理論的に近いものが記録されている。

図17－１：銅製火銃（資料８）

図17－３：三眼銃（資料23）

図17－２：洪武型銅銃（資料23）

図17－４：三眼銃発射の図（資料23）



―　　―49

Vol.55 No.1，2023

「鳥銃」（図18－２）は長さ約三尺で、その鉄管に
火薬を装填する。棒の中にはめこんで手で握りよ
いようにする。根元に近い所の口径は先端より太
いが、そこに火薬を入れるためである。銃一挺ご
とにほぼ消石一銭二分と鉛や鉄の弾丸二銭を装填
し、発火させるには導火線を用いない。［導火線
を用いるものがある］　銃身の穴から内部に通ず
る所に少量の消石を露出しておき、よく叩いた苧
麻に火をつけ、左手に銃を握って敵に対し、右手
で鉄の引金を引き、苧麻の火を消石に近づけると
発射される。

４．９　佛郎機（フランキ）砲
　明史によると、1523年西洋船を捕獲し、ポルトガ
ルの後装砲を得て、皇帝に献上しフランク族の機
械なので「佛郎機」の名称を与えられた。（図20）
　「フランキ砲」（図21）は青銅または鉄製の16
世紀の後装式⼤砲で、砲尾上⾯が開口しており、
砲弾と発射薬を収めた弾倉を有し、⽊製のペグで
固定する。長さ５，６尺、重さ千斤余り、砲身が
長く膨れた部分に長い空洞があり、五つの子銃

（薬室）を順次挿入する。豊後の⼤名である⼤友
宗麟が入手した日本で最初の⼤砲（フランキ砲）

「国崩し」（図22－１）や、堺の鉄砲鍛冶である芝
辻理右衛⾨が製造した和製⼤砲（図22－２）が、
靖国神社遊就館に展示されている。

図18－１：鳥銃（資料９）

図20：佛郎機（資料８）

図18－２：
鳥銃（資料８）

図18－３：
鳥銃（資料７）

図21：明のフランキ砲（資料31）

図22－１：国崩し（資料32）

図22－２：芝辻砲（資料32）

図19：鳥嘴銃（資料30）
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５．火薬の広がり

　火薬と花火はイスラム商人と中国商人によって
伝えられ、主要な火器は戦争によって伝えられた。
モンゴルのチンギスハンがイスラムを攻略し、ロ
ケット花火のような火薬兵器がイスラムにも伝来
した。モンゴル軍のクビライ・ハンが中国を元と
して支配し、1274年と1281年の２回にわたって元
寇があった。
　その時、鷹島沖で回収されたものが「てつはう」

（図23－１）といわれる、陶器の壺に火薬を充填
した「陶弾」（図23－２）の鉄片で、鎌倉武士を
苦しめたことが「蒙古襲来絵詞」（図24）に残さ
れている。尚、畑中氏がExplosion誌に『てつはう』
の再現実験の研究成果を報告しているので参照さ
れたい。（資料34）

　火薬火器（火矢，玉）は、源平合戦の頃、村上
⽔軍が平氏を攻撃するのに使われた記録が残され
ている。その後、戦国時代には焙烙玉（火矢）作
られ、敵船に投げ込んで爆発させた。
　一⽅、ヨーロッパへの火薬の伝来は、14世紀ス
ペインにおけるアラビア人との戦からであった。
ギリシア人マーカス・グレーカスの写本（1804年）
が火薬に言及した最初の書物である。（資料８）

　ヨーロッパへの広がりは、ロジャー・ベーコン
（図25）という聖職者が、1242年に黒色火薬につ
いて書き残しており、当時のほとんどの学者と同
様に、ベーコンも錬金術をおこなった。錬金術師
は、この世のすべての物は４つの元素（土、空気、
火、⽔）でできていて、どんな物も金属にかえる
ことができる（鉛を金にかえることもできる）と
考えていた。

　又、アメリカでは1802年、エルテール・イレ
ネー・デュポンがデラウエア州に黒色火薬の工場
を建設し、20世紀にデュポン社は総合化学メー
カーとなった。（資料37）

６．火砲の歴史

　火砲の歴史は図26に示したように、1353年頃、
ドイツ人のベルトルト・シュヴァルツ（資料38）
が黒色火薬を発明し、最古の火砲として黒色火薬
に点火して矢を飛ばす兵器の「火槍」（図27）や、
アラブで用いられた「マドファ」（図28）と同様
の15世紀のヨーロッパの火器から「カルバリン
砲」（図29）へと発展した。初期のカルバリン砲
は15世紀ころに使用された中世の⼤砲であり、火
薬の点火を容易にする小さな孔を有し、滑空砲で
構成された「ハンドカルバリン砲」で、マスケッ
ト銃の祖先である。
　図29の上図が「手のカルバリン砲」で、下図が

「サボを搭載したカルバリン砲」である。尚、火
砲の歴史については荘司武夫氏『火砲の発達』や

図23－１：
「てつはう」（資料33）

図23－２：
「陶弾（てつはう）」（資料33）

図24：「蒙古襲来絵詞」（資料35）

図25：ロジャー・ベーコン（資料37）
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有馬成甫氏『火砲の起源とその伝流』に詳しく記
載されている。（資料22，23）
　1300年代後半には「射石砲（ボンバード）」（図
30）が出現し、錬鉄製で６kgの石弾を排出した。
オスマン帝国は豊富な財力でイタリアから買い付
け、火砲帝国となった。このころの⼤砲は金属板
を筒状にした⽊の樽のような構造で強度は出な
かった。しかし、銅と錫の合金、青銅製⼤砲とし
て登場して臼砲として使われた。口の⽅から黒色
火薬を入れ、上から石球を置いて導火線で着火し、
燃焼ガスで石球を飛ばした。こうして「火砲」が
人類に与えたインパクトは⼤きなものとなり、

「射石砲」 は⼤型化し、「モンスメグ砲」（図31）
となった。

図27：火槍（資料38）

図28：マドファ（資料39）

図30：射石砲（1450年製）（資料41）

図26：火砲の歴史（資料１）

図29：カルバリン砲（資料40）
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　オスマン帝国のメフメト２世はコンスタンティ
ノープル攻撃の鍵として、1452年ハンガリ―の技
師ウルバンに⼤砲鋳造を持ち掛け、出来たのが

「ウルバン砲」（図32）である。1453年、メフメト
２世により約600kgの石を飛ばす火砲攻撃で、コ
ンスタンティノープルが陥落し、 東ローマ帝国

（ビザンチン帝国）は滅亡した。（資料21）

７．ロケット兵器の歴史

　ロケット兵器の歴史（図33）は、13世紀中国で
モンゴル軍に対し発射し、騎馬軍団をパニックに
した中国のロケットである「火槍・火箭」で始まっ
た。図34は「火籠箭」で、焼夷弾用の火矢をロケッ
トで発射する様子であり、図35は14世紀に用いら
れた中国のロケット発射装置である。明代のロ
ケット兵器の１例として「神火飛鴉」を図36に示
した。「神火飛鴉」は有翼式ミサイルで、竹や葦
を骨組みとして火箭が推進力となり、落下地点で
爆発し、燃焼性火薬を飛散した。

図31：モンスメグ砲（資料41）

図32：ウルバン砲（資料42）

図33：ロケット兵器の歴史（資料１）

図34：火籠箭（資料４）
図35：復元したロケット
発射装置（資料４）
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　17世紀にロケットは、ドイツのシェミェノビッ
チにより、固体燃料を使用した三段式ロケット砲

（図37） となり、ICBMのルーツとなるものが生
まれた。1814年、イギリス軍がアメリカの民兵（ミ
ニットマン）に対し、「コングリーブのロケット
砲」（図38）を使用し敗走させ、第２次世界⼤戦
でソ連が開発使用した「カチューシャ（自走式多
連装）ロケット」（図39）となった。ロケット兵
器で誘導装置を持つものをミサイルと呼び、地対
地、地対空、空対空ミサイルなどがある。
　さらに最近ではウクライナにおいて、米軍のト
ラックに箱型の発射機が搭載された「高機動ロ
ケット砲システム（HIMARS）」（図40）や自走式
多連装ロケット砲（BM21：グラ―ト）、ロシア
軍のサーモバリック（燃料気化）爆弾がニュース
などで伝えられている。（資料50）

８．ダイナマイトの歴史

　1846年、イタリアのソブレロがニトログリセリ
ンをつくり、1864年頃、ニトログリセリンの製造
工場を経営していたアルフレッド・ノーベル（図
41）が、1866年、珪藻土ダイナマイトを発明し、
その起爆装置として雷管を発明した。（図42）
　さらに、1875年、珪藻土の代わりにニトロセル
ロースを混合した「ゼラマイト」を発明し、⼤規
模土⽊工事に威力を発揮した。

図36：中国ロケット（資料９）

図37：三段式ロケット（資料42）

図38：コングリーブ・ロケット（資料43）

図39：カチューシャ・ロケット（資料44）

図40：HIMARS（資料44）
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９．無煙火薬の歴史

　1886年、フランスのビエイユが「シングルベー
ス無煙火薬（B火薬）」を発明し、1888年、ノー
ベルが「ダブルベース無煙火薬」（バリスタイト）
を発明した。（図43）
　「B火薬」は、ニトロセルロースにエタノール
とエーテルを加えて捏ね、薄いシートにして、裁
断か型による押し出しで成形した。「コルダイト」
は、フレデリック・エイベルとジェイムズ・デュ
ワーが1889年に発明した「ダブルベース無煙火
薬」の１種である。さらにニトログアニジンを加
えた火薬が、「トリプルベース無煙火薬」である。

10．爆薬の歴史

　1863年、 ピクリン酸より安 定な爆 薬として
TNT（トリニトロトルエン：図44）がドイツ人
に開発され、1890年頃、実用化された。TNTは
成形しやすく安定な分子なので、軍用爆薬の代名
詞となった。1914年に始まった第１次世界⼤戦で
ドイツ軍が使い始めた。現在も爆発の⼤きさを表
す単位として、TNT爆薬換算が使われる。

　1906年、ユダヤ系ドイツ人のフリッツ・ハーバー
とカール・ ボッシュが⽔素（H２） と窒素（N２）
を鉄触媒でアンモニア製造法を開発し、これを酸
化して硝酸を作り、硝酸カリウム（硝石）や硝酸
アンモニウム（硝安）を作って化学肥料とした。
これらは爆薬の原料として使われるようになり、
ドイツは第１次⼤戦中も火薬庫が空になることは
なかった。（図45）

11．火薬兵器の歴史

11．１　ナパーム弾
　「ナパーム弾」（図46）の中身はパーム油から
抽出されるパルミチン酸アルミニウムと石油成分
のナフテン酸アルミニウムにガソリンを混ぜてゼ
リー状にしたもので、成分からナパームと名付け
られた。「ナパーム弾」は太平洋戦争の日本本土

図41：アルフレッド・ノーベル（資料45）

図42：ダイナマイトと雷管（資料45）

図43：無煙火薬（資料46）

図44：TNT（資料47）

図45：ハーバー・ボッシュ法（資料17）
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核分裂の連鎖反応を起こした。さらに、長崎に投
下した原爆はプルトニウムを使った「ファットマ
ン」と呼ばれる原爆であった。

11．４　極超音速ミサイル
　現在、各国が開発を急いでいるのが超音速兵器
であり、１つは弾道ミサイルの弾頭に搭載するタ
イプで、HGVと呼ばれる。もう１つはHCMと呼
ばれるタイプで、高速自力飛行する巡航ミサイル
タイプがある。超音速タイプは中国、ロシアが先
行開発しており、ロシアは超音速ミサイルのキン
ジャール（Kh-47M2：図49）、中国はDF17（東征
17号）が知られている。最近のニュースでは、米
軍のB-52H航 空 機から初の全 周 型AGM-183A 
ARRWの発射に成功したと報じられ、ロシアは
ウクライナでキンジャールを実戦発射したと報じ
られた。巡航ミサイルタイプとして、米国の巡航
ミサイルHARM（図50）がある。

12．おわりに

　河合塾講師である筆者が、化学と人類のドラマ
を、 物質を主人公にしてまとめた本『ケミスト
リー世界史』の中から、火薬や銃砲に関する部分
を抜粋し、関係する文献等を追加して、今まで火
薬類がいかに世界の歴史の中でかかわって来たか
を紹介した。少しでも火薬や銃砲の歴史に興味を
持っていただけると幸いである。

攻撃時の焼夷弾（M69）として実用化された。

11．２　パンツアー・ファウスト（対戦車鉄拳）
　「パンツアー・ファウスト」（図47）は１m位
のパイプに黒色火薬が発射薬として装填されて、
弾頭に成形炸薬弾となる高性能爆薬（ヘキソーゲ
ン；RDXとTNT）を円錐形にして薄い鉄板で覆っ
ており、弾頭が鉄板に当たって起爆すると、金属
がジェット噴流となって鉄板を貫通して破壊す
る、ノイマン効果として知られる。

11．３　原子爆弾
　1945年、ニューメキシコ州アラモゴルド実験場
で、リーダーであるオッペンハイマーのもとで極
秘実験が行われた。直径1.5mの球体が吊るされ、
中には６kgのプルトニウムとその周囲に、32個
のTNT爆薬2.3トンが入っていた。その爆発エネ
ルギーはTNT換算１万9000トン余りの爆発が起
こり、きのこ雲となった。1945年８月６日、テニ
アン島からB29エノラゲイが飛び立ち、広島上空
で「リトルボーイ爆弾」（図48）を投下、４トン
爆弾でウラン235金属塊が衝突して中性子を発射
し核分裂を起こし、65kgウランの内、約900gが

図46：ナパーム弾（資料48）

図47：パンツアー・ファウスト（資料49）

図49：キンジャール（資料50）

図48：リトルボーイ爆弾（資料49）

図50：HARM（資料50）
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